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～商工会議所プロジェクト～

富士吉田市の歴史・文化・自然・街並み・食
といった地域の魅力を捜索、整理するとともに、
地元関係者（市民団体・商店・自治体・企業等）
と協議を進めながら、富士山駅、富士信仰を活
用した新たな観光施策の開発及び普及に関する
事業化を前提とした調査及び活性化方策、課題
解決に向けた施策の提言、事業の立ち上り段階
におけるフォローアップを通じた持続的な地域
振興に繋げることを目的とする。

=
吉田の魅力発掘

地域住民が主役

持続的な仕組み

調査の目的・趣旨
１－１　調査の目的
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魅力発信

本調査研究は、日本商工会議所の補助制度を利用した富士吉田商工会議所のプロジェクト、
「平成25年度 富士山駅・富士信仰を活用した観光施策開発等調査研究事業」として慶應義塾が調査研究を行うものです。
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一ノ瀬研究会 浅間神社～富士山 5合目

「吉田口登山道を活かした観光まちづくり」

浅間神社

中の茶屋

馬返し

富士山五合目

富士山駅

中島研究会
「富士信仰を活かした観光まちづくり」

富士山駅～浅間神社

北口本宮冨士浅間神社や御師の家々、火祭りに代表される豊
富な歴史文化資源を活かし、地域住民の想いを広げるための
舞台を整え、総合的な上吉田のまちの魅力化を進めていくた
めの提案を行う。また、地域住民が主体となって観光客を迎
え入れることができる、きっかけや仕組みづくりの提案も同
時に行っていく。

調査対象エリア
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　中島直人研究会が富士山駅～北口本
宮冨士浅間神社までの上吉田地区を、
一ノ瀬友博研究会が北口本宮冨士浅間
神社から富士山五合目までの吉田口登
山道を調査対象エリアとする。

１－１　調査の目的
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１－１　調査の目的

富士講の記憶を新たなまちづくりと観光の力に
もう一つの富士登山 の復活とまちの再生  

富士山駅・富士信仰を活用した観光施策開発等調査報告書
2013年2月

慶應義塾大学中島直人研究会・一ノ瀬友博研究会・厳網林研究会

１－１　調査の目的

調査の経緯（中島研究会）
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2011

2014

2012

2013

記念すべき第 1回調査を実施。富士山駅・富
士道の動向調査やヒアリング調査などに加
え、火祭りを見学し、豊富な上吉田の地域資
源に触れた。

2011/8/25~29第1回調査

6 か月に及ぶ調査を受け、2011年度調査研
究の最終報告を実施。「歩きたいまち 出迎え
るまち」をテーマとし、7つの提案を行った。

2012/2/142011年度最終報告

富士講の記憶を新たなまちづくりと観光の力に

PRO JECT
冨士吉田
慶

もう一つの富士登山の復活とまちの再生
富士山駅・富士信仰を活用した観光施策開発等調査報告書　2012年2月慶應義塾大学中島研究会・一ノ瀬研究会

2011 年度調査研究の 7つの提案のうち、5
つを実証実験として実施。御師まちの観光資
源の可能性や地域住民の盛り上がりを肌で感
じる一方で、その魅せ方に課題を残した。

2012/8/18~26
御師まち観光まちづくり実験

2012/12/3

実証実験で交流を持った、県立富士北稜高校
の生徒 8名が SFCに来校し、御師を拠点と
した新たな生活文化の提案を行った。

富士北稜高校発表会

実証実験や調査を受け、2012年度の最終報
告を実施。「山からまちへ まちから山へ」を
コンセプトとし、7つの提案を行った。

2013/2/72012年度最終報告

2012 年度の最終報告を受け、実証実験のま
ちづくりイベントOPEN! おしまちを実施。
「おしいえ開放」「御旅所ひろば」「おしまち
夢灯り」などを行い、好評を博した。

2013/6/30~7/6OPEN! おしまち

委員会中間報告にて、OPEN! おしまちの報
告と意見交換会を実施。最終報告に向けて、
「追体験と新体験」というコンセプトを初め
て提示した。

2013/11/19意見交換会

2 年半の調査を受け、2013年度調査研究の
最終報告を実施。「追体験と新体験」をコン
セプトとし、6つの提案を行った。

2014/2/32013年度最終報告

１－２　調査の経緯
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調査の経緯（一ノ瀬研究会）
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2011

2014

記念すべき第 1回調査を実施。富士吉田市の
基礎的な地域情報を収集。
忠霊塔、歴史民俗博物館、北口本宮富士浅間
神社などを視察。

2011/11/2第1回調査

富士吉田市の中高生を対象に、富士吉田の魅
力や地域への想いを調査。アンケートを実施。
1532名から回答を得た。

2012/2富士吉田アンケート

約半年間の基礎調査を経て、自然面の観光活
用の可能性を考えていくという方向性に。歴
史文化的な資源の活用も交え、ターゲットを
若者に絞る。

2012/2/142011年度最終報告 2012/8/25

ミニガイドブックの試作を通し、登山道の新
しい歩き方を提案。ガイド育成の必要性と、
ハード面の整備の重要性を訴える。

2013/2/72012年度最終報告

富士急トラベル㈱と協同で富士山五合目まで
のトレッキングツアーを企画。２回の催行で
約３０名の参加を得る。事後アンケート調査
で登山道の観光ポテンシャルを調査。

2013/10/12･22モニターツアー

「おし街さんぽ」ガイドの２名にヒアリング
を行い、MGTA分析で現在のガイドの問題
点を抽出。参加者向けにも満足度についての
アンケートを実施。

2013/12ガイド分析アンケート

約２年半の調査を経て、ガイド育成システム
の実装と、登山道からおしまちに繋がる着地
型旅行商品展開について提案。

2014/2/32013年度最終報告

一ノ瀬研究会のメンバーを対象に登山道ガイ
ドツアーを実施。アンケート調査から吉田口
登山道の観光活用への課題を洗い出す。

プレモニターツアー

2012

2013

１－２　調査の経緯
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御師まち観光の現状①
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魅力発信
③目的別観光客実人数の推移

平成21年度山梨県観光客動態調査結果より

自然

文化・歴史

④外国人観光客の推移

平成17・18・19・20・21年度山梨県観光客動態調査結果概要より制作

①富士山北麓地区における観光客の推移

平均2千万人

富士山富士五湖観光圏整備計画書H23.2.9より引用
富士山北麓地区：富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖町、富士河口湖町、鳴沢村

②観光客の年齢層

富士東部：富士吉田市、旧河口湖町、旧勝山村 旧上九一色村、旧足和田村、鳴沢村 忍野村、
山中湖村、大月市、旧上野原町、小菅村、丹波山村 都留市、旧秋山村、道志村、西桂町 

平成21年度山梨県観光客動態調査結果より引用

平均2千万人平均２千万人

①富士山北麓地区における観光客数は、近年平均2千万人
　前後を維持しており、ほぼ横ばい傾向が続いている。

②富士東部地区における観光客の年齢層は40代が24 %と
　最も多く、次いで30代、20代、60歳以上と続く。

③山梨県を訪れる観光客は「自然」と「文化・歴史」に触
　れることを求めていることが分かる。

④山梨県を訪れる外国人観光客数は近年に増加傾向にあり

、

　過去5年間で1.5倍に増加した。

◆現状の分析

これは他の地区や山梨県全体と比較しても 20代～30
代が多いという傾向が見られる。

■山梨県の観光客動向

◆世界文化遺産登録

上記を背景に、歴史文化資源を活かした御師まちの魅力化は
現状のニーズ、及び今後予想される観光客の動向を考慮する
と、必ず求められることである。その際に、若年層や外国人へ
の対応も今後更に必要となってくる。

富士山の世界文化遺産登録が実現された今日において、富士
山は国内外問わず多くの観光客が訪れるスポットとなってい
る。さらに、文化遺産としての登録であることから、富士山
に関連する文化・歴史にも大きな注目が集まることが考えら
れる。

２－１　統計から見る御師まち観光の現状
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御師まち観光の現状②
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魅力発信

山梨県観光入込客統計調査 （平成２５年１月～７月・延べ人数・速報値）より引用

<１月から７月 > 
延べ２２，５１８千人 対前年 約２６２千人増加 （前年比 １０１．２％） 
<５月から７月 > 
延べ１２，１７５千人 対前年 約５２１千人増加 （前年比 １０４．５％）

　富士北麓圏域は、富士山の世界遺産登録の勧告、世界遺産決定などにより富士山及び周辺施設等の注目が高まったことにより関連する施設を中心に客足が伸びたこと
に加え、期間を通して好天に恵まれたため、花をテーマにした公園、行祭事・イベントが好調であったことから、大きな伸びを示したとみられる。 

◆世界文化遺産登録を受け、富士北麓地域の観光
客数は 5-7 月で前年比 113.1%、約 59万人の増
加を記録した。

集計結果が出されていない 8月以降および来年以
降においても、富士北麓地域を訪れる観光客数が
増加していくことが考えられ、富士北麓地域はこ
れらの増加する観光客に対応していく必要がある。

■平成 25年山梨県
観光入込客統計調査結果

２－１　統計から見る御師まち観光の現状
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御師まちの成り立ち①

08

魅力発信「富士山信仰」の成立　

■神仏の住まう山、富士山
　富士山は、その美しさから日本一の山とし
て愛されてきた。しかし一方で、噴火によっ
て災害をもたらす恐ろしい山でもあった。ゆ
えに、古来より神の住む霊山として人々に山
岳信仰の対象とされた。
　富士山信仰は噴火を鎮めるために浅間大神
（あさまのおおかみ）を祀ったのが始まりと
される。当初、麓から崇めるだけだった信仰
は、平安時代の末期の仏教の影響によって、
山に登り修行するという形に変容した。そし
て、山頂を仏の住む世界だとする考えが加わ
ることにより、江戸初期には神と仏が一体と
なった富士山信仰が形成され、江戸末期に富
士講は江戸八百八講と言われるほど隆盛を極
めた。

■富士山信仰と富士吉田登山口
　富士山を信仰し、登山しようとする人々は
全国にわたり、そのなかでも吉田口登山道を
目指してくるのは、江戸を中心とした関東周
辺の人々であった。

２－２　御師まちの歴史文化資源
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御師まちの成り立ち②
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魅力発信「御師」のまち
　「御師」とは、富士山の神霊と崇拝者の間にたち、祈りをあげ、お札
を配り、登拝の際には自宅を宿泊所として提供し、富士信仰を広める
役割を果たした人々である。室町末期には既に「御師」の存在が記録
の上で確認されており、江戸時代の最盛期には、86軒の「御師」が
上吉田に居住していた。
　上吉田は、元亀 3年（1572）の雪代（雪泥流）により旧地・古吉
田から現在地に移転した御師の集住する地区である。集落の入口には
金鳥居、集落の背後には浅間神社が鎮座している。各御師家に入れ替
わりはあったものの、町並みの基本的な骨格はその後も変化せず、現
在もかつての「御師」最盛期の面影をみることができる。

２－２　御師まちの歴史文化資源
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御師まちの歴史文化資源①
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魅力発信◆北口本宮冨士浅間神社　

＜国の重要文化財指定＞
  1907 年 8月 28日　　北口本宮冨士浅間神社東宮本殿 
  1953 年 3月 31日　　北口本宮冨士浅間神社西宮本殿 北口本宮冨士浅間神社本殿 

　国の重要無形民俗文化財に指定

◆吉田の火祭り

＜文化財指定＞
  2000年12月25日　　国の無形の民俗文化財として選択
  2012年3月8日

◆吉田口登山道
北口本宮冨士浅間神社を起点とし､富士山頂の東部へと達する登山道である｡
山麓から山頂まで徒歩によって登ることができる唯一の登山道であり､その全区
間が世界遺産の構成資産である｡

◆火の見やぐら
昭和30年代初頭に建設された上
吉田の火の見やぐらは足を大きく
開いた独特な形をしている。これ
は火祭りのときにやぐらの下を御
神輿が通れるようにしたためであ
る。

◆御旅所（上吉田コミュニティセンター）
御旅所とは火祭りの日に富士みちを通ってきた御神輿が巡幸の途中で宿泊する場
所である。富士吉田コミュニティセンターのピロティが御旅所となっている。

◆富士みち
富士みちとは大月から金鳥居を経て北口本宮冨士浅間神社に至る道。富士
登山者が多く利用したことから「富士みち」と呼ばれる。その起点には御
師まちのシンボルである金鳥居が建っている。」

富士山へ向かう信仰の道 火祭りとその舞台

浅間神社は、富士信仰に基づいて富士山を神格化し、
浅間大神を祀る神社であり、各地に存在する。北口
本宮冨士浅間神社は、延暦 7（788）年に甲斐守紀
豊庭が現在地に社殿を造営した。境内には諏訪神社
も鎮座している。

富士吉田の火祭りは日本３大奇祭のひとつとされ、
北口本宮冨士浅間神社と境内社である諏訪神社に
よって、毎年 8月 26日の｢鎮火祭｣と、8月 27日
の｢すすき祭り｣の 2日間にわたって行われる。

２－２　御師まちの歴史文化資源
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魅力発信

◆織物・染物文化

 

◆小佐野家住宅
小佐野家住宅は江戸末期の文久元（１８６１）
年に建造された御師の住宅である。神殿部を持
つ建物の形態や、参道から奥に入った屋敷の地
割などに、その性格を良く表している。

1976年5月　国指定重要文化財指定

◆御師旧外川家住宅

2004年11月　 市の有形文化財指定
2006年　　　  建物の改修工事開始
2008年1月　　県の文化財指定
2008年4月　   工事完了　 　　　
2011年6月　   国の重要文化財に指定
2013年6月　   世界文化遺産構成資産に指定

現存する御師の一つであり、母屋は１８世紀後
半の明和５（１７６８）年に建造された。上吉
田に現存する御師住宅のほとんどは１９世紀以
降の建築とされているので、本住宅はきわめて
貴重といえる。

　

◆タツミチ
タツミチとは富士みちから御師の家に垂直に伸び
る道のことをさす。神聖な空間である御師の家へ
とつながる重要なアプローチである。入り口に門
柱がある家が多い。

◆ ヤーナ川
ヤーナ川はタツミチを横切って流れる川である。
聖域である御師の家に入るために、講者が身を清
めた禊の川である。また、後には上吉田の大切な
生活用水であった。

富士吉田を中心とした富士山北麓地区では、
約 1000 年前から織物がさかんであった。
上吉田地区には、今も山口染物工場に代表さ
れるように、古き良き藍染め文化が継承され
ている。　

御師の家々

その他のなりわい◆その他の御師の家と御師の文化
上吉田地区には文化財指定がな
された上記二つの住宅以外に
も、10軒以上の御師の家が残っ
ており、その多くは生活の場と
して使われている。各家には御
神殿があり、御師にまつわる信
仰道具や衣装、記録などの貴重
な文化遺産を保有している。

２－２　御師まちの歴史文化資源

御師まちの歴史文化資源②
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上吉田地区において、既存の歴史・文化資源を活かした観光ま
ちづくりの可能性を検証する実証実験

■日程
2013年 6月 30日（日）～ 7月１日（月）、７月６日（土）～
7月 7日（日）

■運営体制
主催　富士吉田商工会議所
共催　御山倶楽部
協力　北口本宮冨士浅間神社　富士急トラベル株式会社　富士
えびす商店会　ふじよしだ観光振興サービス　慶應義塾大学
後援　 富士吉田市

■目的
１）上吉田地区の歴史・文化が生み出す魅力の発掘、顕在化
２）御師まち関連の歴史文化遺産を核とした観光まちづくりの
　　展開
３）御師と富士信仰知名度の向上

2013/6/30 -7/1 ,7/6 -7/7 開催

OPEN! おしまち概要

12

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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対象者内容 学生の役割実施主体提案名

①御旅所ひろば 観光客
観光客
市民•（観光客）
市民

①コミュニティセンターの改修
②夏の簡易展示
③火の見やぐらの活用
④改修ディスカッション

改修のコンセプト提案
展示会場作り、展示物収集
内容の提案
実施主体として

富士吉田市役所
富士吉田市役所
富士吉田市役所
学生

②ちえのわ ①旧外川家住宅周辺の改修計画
　　→②ギャラリー
　　→③お土産販売所
　　→④カフェよしだ

富士吉田市役所
商工会議所
商工会議所
商工会議所

観光客•市民
観光客•市民
観光客
観光客•市民

計画の提案
補助
補助
補助

③お休み処 ①お休み処の設置
②「東屋型お休み処」
　　　　　　　　制作ワークショップ

富士吉田市役所
学生

観光客•市民
北稜高校の学生

設計案、対象地の提案
実施主体として

④のれんでひとつに
　　　　　なるまち

○のれんの掲揚 富士えびす商店会
地元商店街

観光客•（市民）補助

⑤ヤーナ川 ○ヤーナ川の修景 富士吉田市役所 観光客•（市民）デザイン•対象地の提案
⑥御師の
　　　情報デザイン

⑦OPEN! おしまち

○ウェブサイトの構築

○企画の準備・実施・評価

商工会議所

商工会議所

観光客•（市民）

観光客•市民

コンテンツの提案
ウェブ作成補助
企画
実施運営補助

※各提案の実施主体は確定ではなく、今後調整していく。

OPEN! おしまちの経緯

13

　2012年度提案の有効性を検証するために、提案の中で、夏の実証実験として企画されていたOPEN! おしまちの
内容として上記黄色枠のような提案を選び、4日間の期間限定実証実験として実施した。また、上記以外にOPEN!
おしまちを広報・宣伝するために各種Web・Facebook・ポスター・パンフレット等で広報活動を行った。

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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伝承のおしいえ 筒屋
創作のおしいえ 毘沙門屋
交流のおしいえ 菊谷坊

御旅所ひろば
火祭り展示
未来の御旅所計画

おしまち夢灯り
まちのライトアップ

その他企画
おしまちクイズラリー
富士吉田のおみやげ販売
お休み処

普段非公開である御師住宅（おしいえ）を特別に開放し、各
おしいえで御師文化を今に伝える体験型企画を実施します。
【御師料理の提供・富士講リレートーク】
【富士講掛け軸工房・マネキ工房】
【おしいえ喫茶・朗読】

火祭りの際に御神輿を迎える御旅所 (おたびしょ )。その
御旅所に通じる御幸道となる駐車場を活用し、火祭りの魅
力を伝える展示・企画を実施します。
【火祭りに関する展示】
【御旅所活用法提案】

おしまちをライトアップすることにより、世界文化遺産・
富士山の信仰の拠点としてのおしまちの価値およびまちの
一体感を演出します。

【おしまちクイズラリー】
上記の企画をつなげ、まちの回遊性を高めます。
【外川家前活用】
富士みち沿いでのおみやげ販売ニーズやお休み処のニーズ
を調査します。

OPEN! おしまち企画概要①

14

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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OPEN! おしまち企画概要②

15

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

6/30
( 日 )

7/1
( 月 )

7/6
( 土 )

7/7
( 日 )

毘沙門屋
掛け軸

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

御旅所ひろば・おしまちクイズラリー・おしまちショップなど

毘沙門屋
掛け軸

菊谷坊
喫茶・朗読

菊谷坊
喫茶・朗読

菊谷坊
喫茶・朗読

菊谷坊
喫茶・朗読

毘沙門屋
掛け軸

毘沙門屋
木マネキ

毘沙門屋
木マネキ

毘沙門屋
木マネキ

筒屋
御師ごはん

筒屋
御師ごはん

筒屋
御師ごはん

筒屋
リレートーク

筒屋
リレートーク

筒屋
リレートーク

15

コミュニティ
センター詰所

富士山駅

筒屋

毘沙門屋菊谷坊

旧外川家住宅

（重要文化財／世界文化遺産構成資産）

御旅所ひろば
火祭り展示
“御山さん” 展示

おしまち夢灯り
まち全体のライトアップ

伝承のおしいえ 筒屋
創作のおしいえ 毘沙門屋
交流のおしいえ 菊谷坊

北口本宮
冨士浅間神社

金鳥居

P

P

総合受付
おしまちショップ

西念寺

金鳥居インフォ
メーションセンター

金鳥居公園

至下吉田

国道 138号線
至富士急ハイランド

N

富士吉田市上吉田地区
富士山駅～浅間神社概観図

おしまちクイズラリー設置場所
(詳しくは裏面をご覧ください )

P 駐車場

富 

　士
　 み
　 ち

印のついている拠点をライトアップします。
(富士みちは地図上全域 )

まずはここへ
お越しください

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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伝承のおしいえ 筒屋
創作のおしいえ 毘沙門屋
交流のおしいえ 菊谷坊

■大好評だった「御師ごはん 筒屋」
アンケート結果：全ての項目において 4.5 以上（5段階評価）
・御師や富士信仰を体験する場が限られているため魅力的なものとなっ
たのでは
・実施後にリピーター、団体客の利用が見られた
・コンテンツ改良、利潤活用システムの構築が今後の課題
客層： 富士信仰への興味に関わらず、 幅広い年齢層の方

■手ごろなお土産「富士講掛け軸工房」
アンケート結果：4.3~5.0（5段階評価）
・作りやすく、約 1時間という時間も適当
平均年齢 ：47.3 歳
客層： 富士信仰に興味がある、 比較的高年層の方

■時間が掛かりすぎた「木マネキ工房」
アンケート結果…4.0~5.0（5段階評価）
・制作時間が想定より長くなってしまった
平均年齢 ：47.0 歳
客層： 富士信仰に興味がある、 比較的高年層の方

■地域の方が多く訪れた「朗読会とティータイム」
・絵本の朗読等を取り入れることで、本来の狙い通り御師を身近に感じ
てもらうことができた
・来場者のほとんどは地域の方々で地元の方により深く御師文化を知っ
てもらうことができた反面、観光という目線では成果が出ていない
⇒「御師」に知見の無い方々にも来ていただくことが今後の課題
平均年齢 51.8 歳
客層： 富士信仰に興味がある、 比較的高年層の方

■集客に苦労した「富士講リレートーク」
アンケート結果：全ての項目において 4.5 以上（5段階評価）
・地域の方々にとっても、コアな「富士講」が高いハードルであること
が判明した
・「富士講」という文化にどう興味を持ってもらうか、
いかにわかりやすく伝えるかという課題が改めて浮き彫りになった
客層： 富士信仰へ深い興味を持つ、 高年層の方

◆伝承のおしいえ 筒屋

◆創作のおしいえ 毘沙門屋

◆交流のおしいえ 菊谷坊

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題

伝承・創作・交流のおしいえ
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御旅所ひろば・おしまち夢灯り

17

御旅所ひろば
火祭り展示
未来の御旅所計画

■「火祭り」のシンボルとして目立った御山神輿
・御山神輿がシンボル的な存在として集客に貢献
・アンケート…来場者の半数以上の方々が「とても良かった」と回答
・「雰囲気」のテーマ設定があいまいであった
・今回は学生が主体となって行った
⇒次回以降、どのようにすれば、負担を軽く、かつ地域の方々が中心
となって動くことができるか？
客層： 富士信仰への興味に関わらず、 幅広い年齢層の方

■準備・片付けに多くの方の協力が必要だった
・準備を10人弱、片づけを 20人弱で行った
←人手不足で一人ひとりの負担が大きかった
⇒多くの地域住民の方々の協力が必要

・企画に参加しているという実感を感じてもらう必要性
・キャンドルの灯りが目立たないことがあった

おしまち夢灯り
まちのライトアップ

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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その他企画

18

その他企画
おしまちクイズラリー
富士吉田のおみやげ販売
お休み処

■楽しくまちを巡るのに有効
・53人の方に参加していただいた
・難易度、時間ともに適当
・魅力的な景品が参加の動機付けになった
⇒今後継続していくにあたり、クイズのバリエーション
魅力的な景品の用意などの課題が残る
・「まちを楽しく巡りたい」という方が多かったため、
　クイズラリーのような気軽な仕掛けは有効だと思われる

◆おしまちクイズラリー

■売上は観光バスに左右される
・外川家前での販売は、売上が外川家への観光バスの数で左右された
（平日・土休日は関係なかった）
・富士吉田の水を活用した商品やうどん等、富士吉田ならではのおみや
げが好まれた
・¥500程度の手頃な価格帯の物が好まれた

◆富士吉田のおみやげ販売

■外川家のついでに、小休憩される方が多かった
・外川家前に設置したため、外川家訪問の帰りに小休憩をされる方が多
かった
・暑い日だったこともあり、水サーバは 好評であった

◆お休み処

■活動の周知・拡散にはWeb系、 集客には新聞折込
等が効果的
・Webサイトおよび Facebook ページ等を用いて効果的にたくさんの
人々 (最大 2,587 人 ) に伝達
・その一方で、実際に来た層では新聞折込の比率が高い

◆広報活動

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題
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OPEN! おしまち分析結果

19

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題

企画名 一言まとめ 客層 企画タイプ 実施側評価 参加者5段階評価 

伝承のおしいえ筒屋 
御師ごはん筒屋 大好評 39.6歳(大学生含) 体験型 ◎ 4.9 

富士講リレートーク 集客に苦労 30.7歳(高校生含) 講義型 △ 4 

創作のおしいえ毘沙門屋 
富士講掛け軸工房 手頃なお土産 47.3歳 体験型 ◎ 4.9 

木マネキ工房 時間が掛かり過ぎた 47歳 体験型 ◯ 4.9 

交流のおしいえ菊谷坊 朗読会とティータイム 地域の方が多く訪れた 51.8歳 講義型 ◯ 4.4 

御旅所ひろば シンボルとして目立った御山神
輿 ー (40代メイン) 見学型 ◯ 4.1 

おしまち夢灯り 多くの方の協力が必要だった ー 見学型 ◯ ー 

おしまちクイズラリー 楽しくまちを巡るのに有効 46.7歳 ー ◯ ー 

外川家前活用 
おしまちショップ 売上は観光バスに左右 ー ー △ ー 

お休み処 外川家のついでに小休憩 ー ー ◯ ー 

■体験型の企画の参加者評価が 4.9 と高い。
富士講を身を持って体験できるような企画が良いコンテンツとなる。

■イベント来場者は、比較的年配の方が多かった。
若者の興味を惹き付ける、今までとは異なる取り組みにチャレンジする価値がある。

２－３　OPEN! おしまちと御師まち観光の課題




